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申請締切が過ぎているプログラム（参考掲載）

大学等 協定校 国・地域 英語・非英語 日程 申請受付期間 申請方法 費用

International Summer School

・SESSION Ⅰ　6/30～7/21 3/1～4/30

・SESSION Ⅱ　7/28～8/21 4/15～5/30

Summer School

6/24～26：フィールドトリップ
6/27：オリエンテーション
6/28～8/3:授業

3 釜慶大学校 ○ 韓国
International Summer School
8/7～18（2週間）学費免除2名募集

学内締切：
6/13 12:30

申請書類を留学交流係まで提出。

登録料、授業料、プログラ
ム参加費、宿泊費（食事
付）は免除。（渡航費、保
険料、その他雑費は自己負
担）

4 東亜大学校 ○ 韓国
International Summer School
8/6～19（2週間）学費免除1名募集

学内締切：
5/17 12:30

申請書類を留学交流係まで提出。
プログラム参加費、宿泊費
は免除（渡航費、食費、保
険料等は自己負担）

5 韓国学中央研究院
第25回韓国文化講座:
7/10～8/4（4週間）

1/2～2/28

申請書、成績証明書を1つのPDF
ファイルでメール提出。
（詳細は下記URLを参照：
http://intl.aks.ac.kr/japanese/v
iewtopic.php?t=428

申請料・受講料、プログラ
ム期間中のフィールドト
リップ・滞在費・食費の負
担はありません。航空券を
含む現地までの交通費・海
外保険料は自己負担となり
ます。

詳細はファイル内資料及び下記URLを参照
http://www.ynu.ac.jp/hus/kokukyo/18109
/detail.html

1

申請料: KRW100,000
授業料: KRW3,600,000
フィールドトリップ:
KRW700,000程度
宿泊費: KRW900,000程
度

申請は大学にて取りまとめを行うものと、直接申し込むものがあります。
大学にて取りまとめを行うものについては、学内締切までに申請書類を学生センター2階国際教育課留学交流係まで提出してください。
直接申し込むものについては、申請締切を確認の上、各自で申し込んで下さい。その際、必ず国際教育課留学交流係（kokusai.ryugaku@ynu.ac.jp）まで、学部・学科・
学籍番号・氏名を記載の上、申請したプログラムを知らせてください。
申請締切や参加条件等、掲載情報は予告なく変更される場合もあるので、必ず各自で詳細を確認してください。

アジア

・学部生対象
・詳細は下記URLを参照:
http://intl.aks.ac.kr/japanese/viewtopic.php
?t=428

2 延世大学校　 ○
コース、その他詳細は下記URLを参照:
http://summer.yonsei.ac.kr/home/

韓国

詳細は下記URLを参照:
http://www.ynu.ac.jp/hus/kokukyo/18110
/detail.html

詳細は下記URLを参照:
http://summer.sookmyung.ac.kr

申請料：$100
授業料：コースごとに
$750（協定校のため50％
off）
プログラム料金：$400
その他宿泊（$400）・出
迎え（$50）が必要あれば
別料金

オンライン申請：
http://summer.sookmyung.ac.
kr/wordpress/international-
students-how-to-apply/

淑明女子大学校 ○ 韓国

詳細等

1/8～5/17
オンライン申請：
http://summer.yonsei.ac.kr/ho
me/login/login.asp

http://www.ynu.ac.jp/hus/kokukyo/15926/detail.html
http://www.ynu.ac.jp/hus/kokukyo/15926/detail.html
http://www.ynu.ac.jp/hus/kokukyo/15926/detail.html
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大学等 協定校 国・地域 英語・非英語 日程 申請受付期間 申請方法 費用

2017Summer+　Program

・Arts：7/2～

・Chinese Studies: 6/18～

Global Summer School: 7/17～8/4

・Overview and Analysis on
Taiwan’s Foreign Relations

・Presentation and Public Speaking
in English

・Introduction to Analytics Methods
in Management

・Overview of Diagnostic Devices
and Materials

・Future Earth Ecology

・Introduction to Programming for
Business Analytics*

・An introduction to Neuroimaging

・Mandarin Basic I

・Taiwan Today: An Intermediate
Mandarin Course

国立台湾大学

オンライン申請:　詳細は右記参照5/21まで
詳細は下記URL参照:
http://oga.nthu.edu.tw/school2_e.php?lang
=en#asia

国立清華大學 ○ 台湾

early bird:
2017/10/16-
2017/12/01

partner
schools:

2017/10/16-
2018/01/12

オンライン申請:
http://www.management.ntu.
edu.tw/ia/board/detail/sn/69
14

申請料：USD200
プログラム料金:
USD1,860　（協定校割
引適用、2コース受講料・
教材費・フィールドトリッ
プ等を含む。）宿泊費は別
途約USD650

詳細は下記URLを参照：
http://www.management.ntu.edu.tw/ia/boa
rd/detail/sn/6914

申請料: USD150／プログ
ラム料金: USD1,800～
（プログラムにより、早期
申込み割引、また

詳細は下記URLを参照:
http://oiasystem.ntu.edu.tw/summer/cours
e/index/season/2/

オンライン申請:
http://oiasystem.ntu.edu.tw/su
mmer/course/index/season/2
/

2/20～4/306 ○ 台湾

詳細等

6 国立台湾大学 台湾○
・NTU Innovation,
Entrepreneurship & Sustainability:
2018/3/6～3/23

7
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大学等 協定校 国・地域 英語・非英語 日程 申請受付期間 申請方法 費用

学部生向けプログラム：7/2～8/2

1）Basic Professional　Courses ＜問い合わせ先＞

2）Mandarin Courses Ms. Bianca Lo（Coordinator)　 授業料： USD350～400

3）Management Course 宿泊費：USD300～650

4）Culture Course

9 北京大学 ○ 中国
語学条件：
IELTS7.0以
上等

8/7～18
コース詳細は下記URLを参照:
http://www.oir.pku.edu.cn/LSE/inde
x-3.html

6/15

オンライン申またはe-mailにて申
請:
http://www.lse.ac.uk/study/su
mmerSchools/LSEPKUProgra
mme/HowToApply/Home.asp
x

・申請料:￡50
・授業料:￡1,800（3/31
までに申し込みで￡300割
引き）
・宿泊:支払い後に連絡有
http://www.lse.ac.uk/st
udy/summerSchools/LS
EPKUProgramme/acco
mmodationAndSocialEv
ents.aspx

7/9～23
１）オンライン登録：
http://survey.sysu.edu.cn/en

1）Chinese Language and Cultural
Experiences

２）申請書をダウンロードし、サ
インのうえ、その他必要書類をそ
ろえ

2）China Business Studies 
メール送付：
summerp@mail.sysu.edu.cn

3）Chinese Politics and Cultural
Studies

詳細は以下参照:
http://summerprogram.sysu.e
du.cn/registration/admissions/
index.htm

11 山東大学 ○ 中国
英語
①のみ中国語
でも

①The summer school for graduate
students of financial mathematics and
financial engineering：2017/7/17〜
8/4

②The 4th International Summer
School on Urban Transport
Management：2017/7/30〜8/13

③Silsesquioxanes-Based Functional
Materials：2017/8/11〜8/17

④Summer Courses in Social Work：
2017/7/12〜7/21

⑤China Studies International Summer
School：2017/7/30〜8/12

⑥Higher Education in China：
2017/7/11〜7/23

⑦Training Courses on the Belt and
Road Initiative：2017/6/11〜7/14

学内締切：
①5月15日12:30
②6月9日12:30
③6月30日12:30
④5月15日12:30
⑤5月31日12:30
⑥5月31日12:30
⑦5月1日12:30

申請書類を留学交流係まで提出。
授業料、宿泊費は免除（渡
航費、その他雑費、保険料
等は自己負担）

詳細等

詳細は下記URLを参照：
http://www.ynu.ac.jp/hus/kokukyo/18111
/detail.html
山東大学
http://www.iss.sdu.edu.cn/index.php
学内募集要項

詳細は下記URLを参照:
http://www.lse.ac.uk/study/summerSchool
s/LSEPKUProgramme/Home.aspx

詳細は下記URLを参照:
http://summerprogram.sysu.edu.cn/

4/14

授業料免除を希望
する場合：
学内締切 4/6
詳細は留学交流係
（kokusai.ryugaku
@ynu.ac.jp）まで

中山大学 ○ 中国10

ＲＭＢ6,000
（航空券代、その他交通
費、保険、食費、宿泊費は
含まない。）

台湾

Email:
nctu.summer.program@g2.nct
u.edu.tw

詳細は下記URLを参照:
http://www.ia.nctu.edu.tw/files/14-1000-
1027,r11-1.php

1/16～3/198 国立交通大学 ○

http://summerprogram.sysu.edu.cn/registration/admissions/index.htm
http://summerprogram.sysu.edu.cn/registration/admissions/index.htm
http://summerprogram.sysu.edu.cn/registration/admissions/index.htm
http://summerprogram.sysu.edu.cn/registration/admissions/index.htm
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大学等 協定校 国・地域 英語・非英語 日程 申請受付期間 申請方法 費用

Chinese Language Summer
School：7/3～30

中国語、中国文化を学ぶコース

International Summer School:
5/14～8/4

Session1～3 (Chemcial Engineering,
Research Placement,  Enterprise
Internship)

詳細は下記URLを参照:
http://www.tju.edu.cn/tjuold/ico_sit
e/oic_english/IFS/ps/iss/201401/t
20140113_222291.htm

7/11～20
4/20
（早期申込み）

4/20までに申請：
SGD2,461.00（11泊分
寮費（２人部屋）、授業
料、教材費、小旅行費用を
含む）

・社会参加への準備、効果的なコミュニ
ケーション、リーダーとしてまた優秀な
チーム プレーヤーとして、創造的な問題
解決法などを学ぶ。（内容、詳細スケ
ジュールは右記ＵＲＬ参照）

5/25
5/25までに申請：
SGD2,675.00（詳細は上
位と同じ）

14 ハノイ貿易大学 ○ ベトナム
International Summer School
8/14～9/1（3週間）

6/30まで
申請書送付先:
intl-program@ftu.edu.vn（詳細
はメールにて問合せ。）

USD1,450
（協定校割引金額、授業
料、教材費、宿泊費、ク
リーニング代：
3items/day、空港出迎
え、現地交通費を含む。）

International Summer Camp（コース
詳細はファイル内　案内参照。）

KUALA LUMPUR / PENANG /
KEDAH / LANGKAWI

　　　　　7/16～22： 6/15まで

　　　　　8/6～12　： 7/1まで

ウタラ・マレーシア大学 ○ マレーシア
右記アドレスに詳細問合せのうえ
申込み。
ファイル内申請遺書あり。

<7/16～22>
KUALA LUMPUR：
USD1500、PENANG：
USD1200、 KEDAH：
USD1000

<8/6～12>
KUALA LUMPUR：
USD2000、PENANG：
USD1800、
LANGKAW：USD1600

詳細問合せ: sbm@uum.sdu.my

⇐　授業料、食費、宿泊費、現地交通費等を含
む。

15

詳細問合せ： intl-program@ftu.edu.vn

詳細等

Session1:
～ 3/15
Session2:
～4/15
Session3:
～5/15

○

申請料：RMB420、授業
料：RMB2,400、教材
費：RMB200、宿泊費：
RMB68/１日

詳細は下記URLを参照:
http://www.ntu.edu.sg/CCE/SIP/Pages/ind
ex.aspx

申請書をfaxまたはメールで送付：
cce@ntu.edu.sg
(+65) 6774 2911

3/6～6/16

シンガポール○南洋理工大学

中国12

13

天津大学

必要書類をメールにて送付：
ies@tju.edu.cn（詳細は右記URL
を参照。）

必要書類をメールにて送付：
hongyuanzhai92@sina.com
（詳細は右記URLを参照。）

詳細は下記URLを参照:
http://www.tju.edu.cn/sie/en/jxxm/dqxm/2
01610/t20161018_286725.html

詳細は下記URLを参照:
http://www.tju.edu.cn/tjuold/ico_site/oic_e
nglish/IFS/ps/iss/201401/t20140113_22
2287.htm

Chemcial Engineering:
1,100USD
Research Placement:
1,100USD
Enterprise Internship:
500USD
（それぞれ申請料、事務手
数料、授業料を含む）

http://www.ntu.edu.sg/CCE/SIP/Pages/index.aspx
http://www.ntu.edu.sg/CCE/SIP/Pages/index.aspx
http://www.ntu.edu.sg/CCE/SIP/Pages/index.aspx
http://www.tju.edu.cn/tjuold/ico_site/oic_english/IFS/ps/iss/
http://www.tju.edu.cn/tjuold/ico_site/oic_english/IFS/ps/iss/
http://www.tju.edu.cn/tjuold/ico_site/oic_english/IFS/ps/iss/
http://www.tju.edu.cn/tjuold/ico_site/oic_english/IFS/ps/iss/
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北米

大学等 協定校 国・地域 英語・非英語 日程 申請受付期間 申請方法 費用

ESL Programs

7/3～28（7/2着、7/29発）

16 フェリシアン大学 アメリカ
ESL University Winter Program
2018     日程: 2018/1/17～
2018/2/11(1/15着,2/12発)

2017/11/1

申請料：USD30オンライン申請
し、アカウントを設定。またＥＳ
Ｌ申請書をプリントし、サインの
うえメール送付。
詳細は以下ＵＲＬを参照:
http://www.felician.edu/intern
ational/esl-academy/esl-
summer-and-winter-programs

USD3,800(UN),
USD3400(nonUN)
（授業料、宿泊費を含む）

ESL Programs（2週間～）

開始日：７/１,　15,　8/5

18 レジャイナ大学 カナダ 8/6～26　ESL Programs（3週間）

右記
URL(“Contact
Us form”)より
問い合わせ

下記URLより“Contact Us
form”にて申請:
https://www.uregina.ca/esl/s
hort-term/canadian-
culture.html

＄2,535（授業料、ホーム
ステイ費用）

大学等 協定校 国・地域 英語・非英語 日程 申請受付期間 申請方法 費用

日程: 2018/1/17～2018/2/11(到着日
1/15,帰国日2/12)

オセアニア

詳細等

19 オーストラリア国立大学 ○
オーストラリ
ア

語学条件：
IELTS6.0ま
たは同等の英
語力（コース
によっては
IELTS7.0
要）

フェリシアン大学

詳細、その他コースについては下記ＵＲＬ参照：
http://www.felician.edu/international/esl-
academy/esl-summer-and-winter-
programs

詳細は下記URLを参照:
https://www.uregina.ca/esl/short-
term/canadian-culture.html

USD2,100～（授業料、
寮費（食事付）、フィール
ドトリップ等を含む）

右記アドレスへ問
い合わせ

右記アドレスへ問い合わせ

アメリカ

申請料：USD30オンライン申請
し、アカウントを設定。またＥＳ
Ｌ申請書をプリントし、サインの
うえメール送付。
詳細は以下ＵＲＬを参照:
http://www.felician.edu/intern
ational/esl-academy/esl-
summer-and-winter-programs

ワイオミング大学 アメリカ17

・詳細は以下へメールにて問い合わせ
English Learning Center ESLプログラムマ
ネージメント担当 進藤様：sshindo@uwyo.edu.
・参照ＵＲＬ: http://www.uwyo.edu/elc

5/1516

詳細等

USD2,585（授業料、寮
費（食事付）、医療保険
（内容確認要）を含む）

11月1日

申請書ダウンロード先：
https://www4.ntu.ac.uk/art/d
ocument_uploads/182683.pd
f　　　　　　　　　　メール送
付：GlobalSummer@ntu.ac.uk

1コース/１週間： £500～
600（授業料・教材を含
む）
宿泊料： £150 ～ £175/
１週間（4～5名でキッチ
ン、リビング共有）

詳細は下記URLを参照:
http:// www.ntu.ac.uk/globalsummer
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ヨーロッパ

大学等 協定校 国・地域 英語・非英語 日程 申請受付期間 申請方法 費用

7/3～28（スケジュールが可能「であれ
ば、1～４コース申し込み可能。）

コース詳細、タイムテーブルはＵＲＬを参
照：https://www.ntu.ac.uk/study-and-
courses/courses/short-
courses/global-summer-school-
2017?utm_campaign=globalsummer&
utm_medium=short_url&utm_source=s
hort_url&utm_term=central

22 ケンブリッジ大学 イギリス

語学条件：
http://www.i
ce.cam.ac.uk
/courses/int
ernational-
summer-
programmes
/who-can-
apply

7/9～8/19
プログラム詳細は下記ＵＲＬ参照：
http://www.ice.cam.ac.uk/courses/inte
rnational-summer-programmes

プログラムによる

オンライン予約の上申込み。詳細
は下記ＵＲＬ参照：
http://www.ice.cam.ac.uk/cou
rses/international-summer-
programmes/how-apply
（申請料：£200 ～）

授業料、宿泊費等
下記URL参照：
http://www.ice.cam.ac.u
k/courses/international-
summer-
programmes/fees

大学等 協定校 国・地域 英語・非英語 日程 申請受付期間 申請方法 費用

Summer School 6/12～9/8

International Summer School 7/31
～8/18

€600：申請料・授業料。
詳細は要問合せ。

コース詳細はURL参照：
http://www.udc.es/iss/courses/c
ourses_2017/

（メインのコースを申込ん
だうち希望者は€300でス
ペイン語を受講できる。）

Beginner: 6/19-30、7/3-14（2週間
/40 hours Italian + 10 hr culture
module）

Elementary: 7/3-14、7/17-28（2
週間/40 hours Italian + 10 hr culture
module）

Intermediate: 7/17-8/4（3週間/ 50
hours Italian + 10 hr culture
module）

Intermediate: ₤1,650

詳細等

スイス23

ア・ルコーニャ大学 ○ スペイン 6/30
オンライン申請：
http://www.udc.es/iss/course
s/Registration_fees/

○

コース、受付期限、募集要項、その他詳細はＵＲＬ参照: http://www.unibe.ch/studies/degree_programs/summer___winter_schools/index_eng.html#pane453352

ベルン大学 ○

詳細は下記参照: http://www.udc.es/iss
問合せ: iss@udc.es.

24

21

語学条件：
IELTS6.0ま
たは同等の英
語力（コース
によっては
IELTS7.0
要）

ノッティンガム・トレン
ト大学

イギリス○

詳細は下記URLを参照:
http://www.ice.cam.ac.uk/courses/internati
onal-summer-programmes

25
ヴェネツィア・カ・フォス
カリ大学

イタリア
詳細は下記URLを参照:
http://www.unive.it/pag/13507/

未定

Beginners または
Elementary: ₤1,250

オンライン申請:
www.unive.it/cfsie
（2017年2月開設）

5/1（3/31まで
の申し込みで
10％割引）

申請書ダウンロード先：
https://www4.ntu.ac.uk/art/d
ocument_uploads/182683.pd
f　　　　　　　　　　メール送
付：GlobalSummer@ntu.ac.uk

1コース/１週間： £500～
600（授業料・教材を含
む）
宿泊料： £150 ～ £175/
１週間（4～5名でキッチ
ン、リビング共有）

詳細は下記URLを参照:
http:// www.ntu.ac.uk/globalsummer

詳細等

http://www.udc.es/iss/courses/courses_2017/
http://www.udc.es/iss/courses/courses_2017/
http://www.udc.es/iss/courses/courses_2017/
http://www.ice.cam.ac.uk/courses/international-summer-programmes
http://www.ice.cam.ac.uk/courses/international-summer-programmes
http://www.ice.cam.ac.uk/courses/international-summer-programmes
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26 オストラバ工科大学 ○ チェコ 7/10～28 5/31

必要書類をメールにて送付
（詳細は下記URLをご参照くださ
い。
http://www.issostrava.cz/regi
stration.php）

€320～480
（申請料、授業料、教材
費、宿泊費等を含む）

27 ズリーン・トマスバタ大学 ○ チェコ

8/14～25　８コースより選択
コース詳細はURL参照：
http://www.summerschools.utb.cz/c
ourses.php

・初回締切（割引
あり）：4/30
（結果：５月中
旬）
・２回締切：5/31
（結果：６月中
旬）

オンライン申請:
http://www.summerschools.ut
b.cz/howto.php

€450～670　（授業料、
宿泊費、朝食代、イベント
代を含む）

7/7～30

・Intercultural Competencies
・Biomembranes & Cellular
Microcompartments

29 オウル大学 ○ フィンランド 8/29〜9/14
学内締切：
5/19

必要書類を留学交流係へ提出。

1,300ユーロの内訳：授業
料、宿泊費、フィールド
ワーク代
日本-フィンランド往復航
空券、参加費用に含まれな
い交通費、保険料等は含み
ません。
参加費用の詳細は5月19日
の説明会で確認してくださ
い。

大学等 協定校 国・地域 英語・非英語 日程 申請受付期間 申請方法 費用

30 パリ東大学クレテイユ校 ○ フランス

7/3～13
・SOCIAL AND HUMAN SCIENCES
・FRENCH LANGUAGE FOR
FOREIGNERS
・SCIENCE AND TECHNOLOGY
・ECONOMICS AND
MANAGEMENT
・HEALTH, SOCIETY AND
ECONOMICS
・HEALTH, SOCIETY AND
ECONOMICS
（コース詳細はURL参照：
http://summerschool.u-
pec.fr/courses-credits/）

5/31

オンライン申請。詳細はURL参
照。　:http://summerschool.u-
pec.fr/calendar-
registration/application-
procedure/

• Single room: 1760€
• Double room: 1470€
• Triple room: 1435€
＊上記は授業料、宿泊費、
すべての食費、パリ内交通
費、アクティビティ・イベ
ント代を含む。
＊15％協定校割引あり。
（詳細はURL参照:
http://summerschool.u-
pec.fr/calendar-
registration/tuition-and-
fees/）

31 ヨンチョピン大学 ○ スウェーデン 英語
（語学条件あり）

6/5〜30（４週間）　 4/1

オンライン申請:
http://ju.se/en/study-at-
ju/our-programmes/summer-
school/how-to-apply.html
（2017年１月より受付開始）

申請料: 900SEK
授業料: 20,000SEK
ウェルカムランチ・フェア
ルディナー・現地の会社見
学などのフィールドトリッ
プ等: 600SEK

32
St. Petersburg
Polytechnic University

ロシア

6/24～8/11
選択するプログラムによる：
http://www.issostrava.cz/iss2017.p
hp

6/1
オンライン申請：
http://energyschool.spbstu.ru/
ss/

・授業料、教材費等を含む
２週間：40,000RUB
３週間：50,000RUB
・宿泊: 寮(但し空きがあっ
た場合にみ）
700RUB/DAY程度

詳細等

ドイツオスナブリュック大学

詳細は下記URLを参照:
http://energyschool.spbstu.ru/ss/

○

申請書ダウンロード先：
https://www.uni-
osnabrueck.de/en/prospective
_students/summer_schools.ht
ml
メール送付先：
subtutors@uos.de

4/2
→延長4/18

・ € 1,500 （授業料、教
材費、寮またはホームステ
イ費用を含む）
・キャンパス内インター
ネットアクセス無料
・オスナブリュック内公共
交通機関無料

詳細は下記URLを参照:
http://www.issostrava.cz/index.php

詳細は下記URLを参照:
https://www.uni-
osnabrueck.de/en/prospective_students/su
mmer_schools/summer_schools_2016.html

28

詳細は下記URLを参照:
http://www.summerschools.utb.cz/universit
y.php

参照URL:
http://summerschool.u-pec.fr/welcome/

語学要件：英
語B2
ドイツ語授業
も有

・学部生対象
・詳細は下記URLを参照:
http://www.ju.se/summerschool

詳細は下記URLを参照:
http://www.ynu.ac.jp/hus/kokukyo/18121
/detail.html

http://www.summerschools.utb.cz/howto.php
http://www.summerschools.utb.cz/howto.php
http://www.summerschools.utb.cz/howto.php
http://www.summerschools.utb.cz/university.php
http://www.summerschools.utb.cz/university.php
http://www.summerschools.utb.cz/university.php
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